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1. はじめに 
1.1. メタデータエディタでできること 
メタデータエディタは、国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会（ISO/TC211）の国際規

格に準拠した日本版プロファイル（JMP2.0：Japan Metadata Profile 2.0）を XML 形式で作成する

ツールです。 
記述する項目の説明、記述条件、記述回数など JMP2.0 仕様に沿った機能を利用して、エクスプ

ローラ風な操作で JMP2.0 のメタデータを作成することができます。また、作成されたメタデータが

JMP2.0 仕様に適合しているかの XML チェック機能、他のソフトへの利用を実現する XML と CSV
の相互変換機能、入力した内容を表形式にレイアウトした印刷機能などが利用できます。 
 
 

簡易マニュアルは、メタデータエディタの基本的な機能のみを解説しています。 
より詳細な機能を使いたい場合は、詳細マニュアルを参照してください。 
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2. メタデータの作成 
 
2.1. エディタの起動 

メタデータエディタを起動した直後は、新規作成と同じ状態です。このとき、デフォルト値が設定

されている項目以外は、全て空白で表示されます。 
 

 
編集途中で「新規作成」を選択した場合は、編集中の内容を保存するかどうかをたず

ねるダイアログが表示されます。 
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2.2. データの入力 
データの入力は、全て入力グリッド上で行います。入力グリッドでは、 

・ テキスト入力 
・ ドロップダウンリストによる選択 
・ カレンダーによる日付指定 

ができます。テキスト入力なのか、ドロップダウンリストによる選択なのか、日付なのか、ということ

は、メタデータの各入力項目（要素）の持つデータ形式によって異なります。 
 

画面左側のツリービューと入力グリッドは連動しており、ツリー上でクリックした項目が入力グリ

ッド上では以来と表示（選択状態）されます。ツーリービューのアイコンがオレンジ色のもの（必須

クラス及び必須要素）については、もれなく入力する必要があります。 
各項目の入力方法については、詳細マニュアルを参照してください。 

 
画面右側では、ツリービュー上でクリックした項目の入力用画面が表示されます。入力用の画

面は、ツリービュー上でクリックした項目によって異なり、特に「下位に項目を含む階層」であるクラ

スを選択した場合は、表形式に一度に複数の項目を入力できる「入力グリッド」として表示されま

す。 
 

 
 
 

 
入力グリッド内は、キーボードの Tab キーまたは上下の矢印キーで移動することがで 
きます。勿論、入力したいセルにマウスをあわせてマウスのボタンをクリックすることで 
も入力状態になります。 
 
エディタを起動直後は、いくつかの項目ではデフォルト値が入力されています。特に必 
要のない限り、デフォルト値を変更する必要はありません。 
 
「メタデータ標準の名称」など、一部の項目についてはデフォルト値が変更できません。 
変更できない項目は、文字がグレーで表示されています。 
 

 

入力グリッド 
画面左側のツリーで選択

した項目の内容を入力し

ます。ツリービュー上でク

リックした項目によって、

表示が切り替わります 



4 

2.2.1. テキスト入力 
任意のテキストが入力できます。テキスト入力の項目は、入力セルが空白の状態になっていま

す。 
 

 
 
 

2.2.2. ドロップダウン入力 
ドロップダウンリストによる選択候補のなかから、１つを選択します。選択候補に表示されるもの

意外の入力はできません。 
 

 
 
 

テキスト入力 
自由にテキストを入力で

きます。 

ドロップダウンリスト 
表示される候補のなかか

ら、１つを選択します。 
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2.2.3. カレンダーによる日付の入力 
表示されるカレンダーから、任意の日付を選択します。デフォルトでは、現在の日付が表示され

ていますが、日付を入力したくない場合は表示されている日付を選択して反転表示させ、キーボ

ードの Delete キーにより削除することができます。 
 

 
 
 

カレンダー入力 
表示されるカレンダーか

ら、任意の日付を選択し

ます。 
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2.3. 要素（項目）の追加と削除 
 

2.3.1. 追加 
JMP2.0では、クラスや要素によって、複数回記述できるものと1回のみ記述できるものがありま

す。複数回記述できるクラスや要素は、ツリーのクラスや要素上でマウスの右ボタンをクリックす

ると、「サブエレメント追加」というメニューが表示され、追加するクラスや要素の一覧が表示されま

す。一覧から追加したいクラスや要素を選択することで、クラスや要素を追加することができます。 
 

 
クラスや要素の追加は、追加したいクラスや要素そのものを右クリックするのではなく、 
追加したいクラスや要素を持つ上位のノードを右クリックする点に注意してください。 
 

 
要素の追加： 

 
 

 

追加する要素の上位のノードを

右クリックし、「サブエレメント追

加」メニューから追加するサブエ

レメント（要素）を選択します。 
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2.3.2. 削除 
ツリー上のノードをマウスの右ボタンでクリックすると、「エレメント削除」というメニューが表示され

ます。このメニューを選択することで、該当ノード（クラスや要素）を削除することができます。 
 

 
クラスや要素の追加とは異なり、削除する場合は削除するノードそのものをマウスの 
右ボタンでクリックし、削除メニューによって削除します。 
選択したノードが子を含む場合は、子要素ごと削除されてしまいますので、注意してく 
ださい。 
 

 
 

 
 
 
 

削除するノードを右クリックし、

「エレメント削除」メニューを選択

します。 
 
例： 
階層レベル 
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2.4. テンプレートを利用した入力 
メタデータを入力するうえでは、同じような内容を何度も入力する場面があります。そのような場

合は、一度入力した内容を保存しておき、必要な場合に呼び出す「テンプレート」機能が便利で

す。 
テンプレート機能は、 

・ 問合せ先 
・ 参照系情報 
・ データ品質情報の報告 

に対して用意されています。 
 

2.4.1. テンプレートの保存 
テンプレートが適用可能な項目（クラス）を選択すると、ツールバー上に「テンプレート開」「テン

プレート保存」というボタンが表示されます。入力グリッド上で入力した内容をテンプレートとして保

存する場合は、「テンプレート保存」ボタンをクリックします。 
テンプレート保存ボタンをクリックすると、保存するテンプレート名を指定するダイアログが表示

されます。ここで、任意の名前を入力します。保存するテンプレートの名前は任意に指定でき、保

存時に付けた名前は、そのままテンプレートを呼び出すときの名前になりますので、わかりやすい

名前を付けてテンプレートの整理に役立ててください。 
 
Step1：テンプレート内容の入力 

 
 
Step2：テンプレートの保存 

 
 
 

テンプレート内容の入力： 
入力グリッドでテンプレートの内容を入力したら、ツ

ールバーの「テンプレート保存」ボタンをクリックしま

す。 
 
※ ツールバーの「テンプレート保存」ボタンは、テ

ンプレートが適用可能なクラスを選択している

ときだけ表示されます。 
 

テンプレートの保存： 
テンプレートの名前を入力します。ここで指定する

名前が、次回以降テンプレートを呼び出す際の ID
になりますので、わかりやすい名前をつけてくださ

い。 
※ 既に登録済みのテンプレートと同じ名前を付

けた場合は、上書きされます。 
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2.4.2. テンプレートの呼出と適用 
保存済みのテンプレートを適用したい場合は「テンプレート開」ボタンをクリックします。すると、

テンプレート選択ダイアログが表示されますので、適用するテンプレートを選択します。 
 
Step1：テンプレート適用クラスの選択 

 
 
Step2：テンプレートの呼出 

 
 
Step3：テンプレートの適用 

 
 

テンプレート適用クラスの選択： 
ツリービュー上で、テンプレートを適用したいクラス

を選択します。この時点では、入力グリッドには何も

入力されていない状態です。 
この状態で、ツールバーの「テンプレート開」ボタン

をクリックします。 
 
※ 既にデータが入力されている場合でも、テンプ

レートを呼び出し、適用することができます。

ただし、その場合は入力内容はクリアされ、適

用するテンプレートの内容で上書きされます。

 

テンプレートの呼出： 
テンプレート選択ダイアログ上で、適用するテンプ

レートを選択します。 

テンプレートの適用： 
選択したテンプレートの内容が入力グリッドに反映

されました。 
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2.5. メタデータの保存 
メタデータエディタの保存機能には、2 種類の保存方法があります。 
 

2.5.1. 保存（名前を付けて保存） 
入力・編集した内容を、JMP2.0 形式のメタデータファイル（XML ファイル）として保存します。保

存時には、自動的に XML Schema によるデータ構造のチェックが行われ、入力漏れやデータ構造

の矛盾の検査が行われます。 
 
■ 入力・編集内容に漏れや矛盾がなかった場合 

通常の Windows アプリケーションでファイルを保存する際に表示されるものと同様のファイル

保存ファイアログが表示されます。ダイアログ上で、保存先とファイル名を指定、入力し、ファイル

を保存します。ここで保存されたファイルは、JMP2.0 形式のメタデータファイル（XML ファイル）にな

ります。 
 
 
■ 入力・編集内容に漏れや矛盾があった場合 

仮に入力・編集内容に漏れや矛盾があった場合は、エラー箇所を示すダイアログが表示されま

す。 
 

 
 

エラーメッセージには、 
・ エラー箇所（メタデータの項目名） 
・ エラー内容（入力漏れやデータ型の矛盾など） 

が表示されていますので、該当する箇所を変更し、再度保存してください。 
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2.5.2. 一時保存 
「一時保存」は、作業状態のファイルをそのまま保存する機能です。通常の保存機能とは異なり、

メタデータとしての構造のチェックは行いませんので、編集途中の状態でファイルを保存しておき

たいときなどは「一時保存」で保存するようにしてください。 
「一時保存」も、通常の「保存」や「名前を付けて保存」機能と同じく、Windows アプリケーション

でファイルを保存する際に表示されるものと同様のファイル保存ファイアログが表示されます。ダ

イアログ上で、保存先とファイル名を指定、入力し、ファイルを保存します。 
 

 
一時保存で保存される場合のファイル形式は XML ファイルですが、メタデータエディタ

は一時保存されるファイルには自動的に*.xmlsave という拡張子を付けて保存しま

す。一時保存したファイルを再度編集したい場合には、ファイルメニューあるいはツー

ルバーから「開く」を選択し、*.xmlsave という拡張子のつくファイルを開いてください。 
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